
平成23年度 担当者研修

総合目録ネットワーク事業総合目録ネットワ ク事業

システム移行の概要

11

国立国会図書館 関西館 図書館協力課国立国会図書館 関西館 図書館協力課



次目次

1. 総合目録ネットワーク事業の現状

2 システム移行2. システム移行

3. システム移行後の事業方針

22



1 総合目録ネットワーク事業の現状1．総合目録ネットワ ク事業の現状

33



1 総合目録ネットワーク事業の現状1. 総合目録ネットワ ク事業の現状

• 参加館数（平成23年10月3日現在）

1,102館、うちデータ提供館 67館

• 書誌レコード数（平成23年10月3日現在）

基本書誌数： 10,936,861件、 総書誌数： 44,908,362件

• 検索件数(平成22年度）： 1,927,297件
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• 相互貸借支援回数(平成22年度)： 20,640件
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１. 総合目録ネットワーク事業の現状

現状の課題

① 検索対象機関の範囲① 検索対象機関の範囲

② 資料種の範囲② 資料種の範囲

③ 検索 ナビゲ シ ンのユ ザビリティ③ 検索・ナビゲーションのユーザビリティ

55



１. 総合目録ネットワーク事業の現状

現状の課題① 検索対象機関の範囲現状の課題① 検索対象機関の範囲

デ タ提供館の負担• データ提供館の負担

参加館書誌を保持するデ タベ スの限界• 参加館書誌を保持するデータベースの限界

書誌割れの増加
データ提供館

• 書誌割れの増加

都道府県立・政令指定都市立図書館

参加館
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公共図書館
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１. 総合目録ネットワーク事業の現状

現状の課題② 資料種の範囲現状の課題② 資料種の範囲

• 現状
収録対象資料は原則として和図書に限定

• 要望
収録対象資料を逐次刊行物、洋図書、
郷土資料、電子資料などに拡大

77



１. 総合目録ネットワーク事業の現状

現状の課題③現状の課題③
検索・ナビゲーションのユーザビリティ

• 限定項目でのみキーワード検索が可能

• 絞り込み検索時のレスポンスが遅い

• ゆにかねっと検索結果からNDL‐OPAC画面へ
シ ムレスに遷移しないシームレスに遷移しない
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２ システム移行２．システム移行

99



２．システム移行

システム移行前
(＝現行システム
検索画面検索画面)

平成24年1月

システム移行後
(＝NDLサーチ

10

(
検索画面)
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2. システム移行

システム統合の背景システム統合の背景

• 国立国会図書館全体の方針
「国立国会図書館業務・システム最適化計画」
（平成20年3月策定、平成22年10月改訂）
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/optimization.pdf

－NDL館内の各情報システム・業務を最適化
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2. システム移行

業務・システム最適化業務 システム最適化

全国新聞総
合目録

児童書総合
目録合目録 目録

国立国会図
書書館サーチゆにかねっと PORTA等
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2. システム移行

国立国会図書館サーチ統合イメージ国立国会図書館サ チ統合イメ ジ

利用者

●海外のデータベース
● 公文書館・美術館・博物館
ネットワーク
● 大学図書館ネットワーク

Google, Yahoo! 等 サービスプロバイダNDLが直接
利用者に届ける
（独自の検索画面）

● 大学図書館ネットワーク
● 商用データベースサービス

他のネットワークと
相互補完して利用 国立国会図書館サ チ

統合検索サービスを提供

（ ）

相互補完して利用
者に届ける 国立国会図書館サーチ

レファレンス情報紙資料のデジタルの レファレンス情報
の総合目録

紙資料の
総合目録

デジタルの
総合目録

13各図書館NDL

NDL
デジタル

各機関
デジタル NDL

データを集約

各図書館 13

13

各図書館
レファレンス

NDL
蔵書目録

デジタル
アーカイブ

デジタル
アーカイブ

NDL
レファレンス

各図書館
蔵書目録



2. システム移行

システム移行スケジュール

H24 1H23 12H23 11H23 10

システム移行スケジ ル

H24 1 10H24.1H23.12H23.11H23.10 H24.1.10

ゆにかねっと現行システム

移行データ抽出 データ更新凍結 稼働終了

国立国会図書館サーチ

移行データ投入開始 データ提供館か 本稼働 相互貸借支援
サ ビス開始
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移行デ タ投入開始
らの転送データ
受領開始

開始 サービス開始
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2. システム移行

データ移行
• 10月～11月
国立国会図書館サーチに移行データを投入

デ タ移行

国立国会図書館サ チに移行デ タを投入
⇒ 投入完了後は、国立国会図書館サーチでも
データ提供館由来の全データを検索可能にデ タ提供館由来の全デ タを検索可能に
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2. システム移行

データ転送先切り替え
• 12月5日～
データ提供館からのデータ転送先を

デ タ転送先切り替え

デ タ提供館からのデ タ転送先を
国立国会図書館サーチへ順次切り替え
⇒ 各データ提供館は転送設定の変更が必要⇒ 各デ タ提供館は転送設定の変更が必要
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2. システム移行

システム切り替え（平成24年1月）
• 平成24年1月6日～
国立国会図書館サ チ本稼働

システム切り替え（平成24年1月）

国立国会図書館サーチ本稼働
ただし、相互貸借支援サービス開始は1月10日予定

ログインＩＤ
変わります
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2. システム移行

システム移行スケジュール(再掲)

H24 1H23 12H23 11H23 10

システム移行スケジ ル(再掲)

H24 1 10H24.1H23.12H23.11H23.10 H24.1.10

ゆにかねっと現行システム

移行データ抽出 データ更新凍結 稼働終了

国立国会図書館サーチ

移行データ投入開始 データ提供館か 本稼働 相互貸借支援
サ ビス開始
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移行デ タ投入開始
らの転送データ
受領開始

開始 サービス開始

システム移行に関する情報を随時更新中 18システム移行に関する情報を随時更新中
http://somoku.ndl.go.jp/migration.html



2. システム移行

システム移行による課題改善

Ｉ デ タ提供館の負担軽減

システム移行による課題改善

Ｉ データ提供館の負担軽減
－標準的なデータ提供方式・フォーマットの採用

ＩＩ システムの利便性向上
検索・ナビゲ ション機能の強化－検索・ナビゲーション機能の強化

ＩＩＩ 書誌情報の標準化支援ＩＩＩ 書誌情報の標準化支援
－メタデータのダウンロード機能を提供
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2. システム移行

システム移行による課題改善 Ｉ

標準的なデ タ提供方式・フォ マットの採用

データ提供館の負担軽減

標準的なデータ提供方式・フォーマットの採用
• データ提供方式

OAI PMH（O A hi I iti ti P t l f－OAI‐PMH（Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting ）

• 提供フォ マット• 提供フォーマット
－DC‐NDL（RDF）フォーマット
「国立国会図書館サ チ（開発版）について＞メタデ タについて」「国立国会図書館サーチ（開発版）について＞メタデータについて」

http://iss.ndl.go.jp/information/metadata/
• 現行のデータ提供方式（FTP HTTP GET）

20

• 現行のデータ提供方式（FTP、HTTP‐GET）、
提供フォーマット （共通フォーマット）にも
当面は対応 20当面は対応。



2. システム移行

システム移行による課題改善ＩＩシステム移行による課題改善ＩＩ
システムの利便性向上

検索・ナビゲーション機能の強化

• 大半の項目においてキーワード検索が可能

• ファセットによる検索結果の絞り込みが可能

• 再検索を容易にする工夫
－検索語をもとに、再検索のためのキーワードを提示

ビ 検索
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－外部サービスの再検索を容易にするリンクを表示

のシ ムレスな遷移が可能
21• NDL‐OPACへのシームレスな遷移が可能



2. システム移行

システム移行による課題改善ＩＩＩシステム移行による課題改善ＩＩＩ
書誌情報の標準化支援

メタデータのダウンロード機能

• 対象：NDL新着図書情報（作成中書誌）および、
NDL作成完了書誌NDL作成完了書誌

• 形式：DC‐NDL（RDF）• 形式：DC‐NDL（RDF）

• 手段：OAI‐PMH
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• 手段：OAI‐PMH
http://iss.ndl.go.jp/information/api/oai‐pmh_info/
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３．システム移行後の事業方針３．システム移行後の事業方針
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３．システム移行後の事業方針３．システム移行後の事業方針

• 「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業シ
ステム統合計画及び事業方針」
（平成23年5月9日策定）
http://somoku.ndl.go.jp/plan.html 

－国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）への
統合計画

24

－システム移行後の事業展開の方向
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3. システム移行後の事業方針

課題改善と事業発展に向けて

検索対象機関の拡大

課題改善と事業発展に向けて

• 検索対象機関の拡大

• 資料種の拡大

• 相互貸借の適正化

• 書誌データの標準化
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3. システム移行後の事業方針

検索対象機関の拡大

システム連携による統合検索の実現

検索対象機関の拡大

• システム連携による統合検索の実現

第一段階
検索結果から都道府県域横断検索への検索結果から都道府県域横断検索 の
遷移

第二段階
都道府県域横断検索との統合検索
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都道府県域横断検索との統合検索

26



3. システム移行後の事業方針

資料種の拡大、相互貸借の適正化、資料種の拡大、相互貸借の適正化、
書誌データの標準化

• 資料種の拡大
－データ提供対象資料種の拡大を協議提供 象資料種 拡 を協議
－都道府県域横断検索との統合検索の実現

相互貸借の適正化• 相互貸借の適正化
－各図書館OPACの書誌詳細画面への遷移
－相互貸借マナーの向上相互貸借マナ の向上

• 書誌データの標準化

27

－図書館システムパッケージへのDC‐NDL(RDF)フォーマット
取り込み機能の実装依頼

27



3.システム移行後の事業方針

実現にあたっては①

都道府県域横断検索サ ビスの推進

実現にあたっては①

• 都道府県域横断検索サービスの推進
－各都道府県での効果的な域内検索システムの構築
－国立国会図書館サーチと連携するAPIを域内検索システ国立国会図書館サ チと連携するAPIを域内検索システ
ムに実装
⇒市町村立図書館の所蔵資料も検索できる全国的な総
合目録実現につながります。

書誌詳細画面の直接表示• 書誌詳細画面の直接表示
⇒国立国会図書館サーチの検索結果から、データ提供館
の書誌詳細画面へ遷移できるようになります。

28

の書誌詳細画面へ遷移できるようになります。
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3.システム移行後の事業方針

実現にあたっては②

•  標準APIの実装

実現にあたっては②

－NDL等へのDC‐NDL(RDF)の書誌情報配信機能：
OAI‐PHMの配信機能の実装をすると
運用コスト軽減につながります。

NDLが提供するDC NDL(RDF)の書誌情報収集機能－NDLが提供するDC‐NDL(RDF)の書誌情報収集機能：
OAI‐PHMの収集機能の実装をすると
NDL新着図書情報や作成完了書誌取り込みが可能とNDL新着図書情報や作成完了書誌取り込みが可能と
なり、書誌データの再利用、ひいては我が国の書誌
データ標準化につながります。

29
ベンダーとの調整も検討中
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ゆにかね と事業 のご理解 ご協力をゆにかねっと事業へのご理解・ご協力を
今後ともお願いいたします
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